熊本県玉名郡和水町では、地域に根強く愛さ
れているお店や本格料理、家族で行ける居酒
屋、また新しく開店されたカフェなど、様々な
料理を楽しむことができます。店主やスタッフ
も、地域密着の青年・優しいお母さん・ひょう
きんな亭主まで和水町を愛する『いいあじ』な
人々。おいしい料理と楽しい会話で、自然の
恵みと人と地域がつながる『いいあじ』をお楽
しみください。
この冊子をお持ちの方に限り coupon がある店舗
で特典を受けることができます。

柿内商店カフェ

MAP

01

ただいま！と言いたくなるホッとするカフェ
週末のみの隠れ家で過ごす贅沢時間

からあげ鶏我道

MAP

03

小麦粉・醤油を使わない独自のからあげ
厳選したスパイスは一度食べたらやみつき！

普段は農業を営まれており、週 末のみの営業。

スパイス１つから厳選し、こだわりにこだわった

自家で採れた安心・安全な野菜や米を使用した、

から揚げ専門店。外はパリッと、中からほど走

まぜごはんや、白和えなど田舎の味を楽しめる。

る肉汁がたまりません。お子様が数種類の食物

以前から食料品店を営まれてきた店舗を改装し

アレルギー持ちであることから、衣に小麦粉を

たモダンでお洒落な店内からは緑あふれる山々

使わない、また調味料に醤油を使わない安心し

を眺めながら、ゆっくりとした時が流れる。とて

て食べれる物をと、試行錯誤を重ね極薄衣のか

も優しいお母さんが、笑顔で出迎えてくれて、実

らあげが誕生したそう。笑顔が素敵な明るい店

家に帰ったようにのんびりと安らげます。

主とは話が弾みます。
coupon: 全品 10%OFF

Pickup Menu

Pickup Menu

商店ランチ 750 円
商店カレー 750 円

熊本県玉名郡和水町中十町 572
☎ 0968-34-2912 営業：土日のみ営業 10:00-18:00

熊本県玉名郡和水町大田黒 3191-1
☎ 0968-34-2588 営業：11:00-LAST 定休：火曜

紋次郎

MAP

地元常連客が足繁く通う絶妙な辛さとコクのあるカレー
昼は絶品洋食、夜は美味しい焼肉を

02

骨付はね身１本 600 円
ネック 200 円 /g
手羽先 240 円 /g
からあげ弁当 480 円

coupon

cafe restaurant moto

MAP

小さなカフェレストランは黒豚ハンバーグが食べられるお店
好吃（はおつ）のショーロンポーも味わえます

25 年以上続く焼肉店。ランクの高いお肉から、

04

栗山温泉紅さんざしの敷地内にあるカフェ。白い
ハンバーガーはここだけのオリジナルのメニュー。
その名も『ピーズ』黒豚 100% のハンバーグを挟
んだハンバーグピーズや揚げたてのメンチカツや
ヒレカツを挟んだピーズも人気メニューです。ま
た、カレー以外はテイクアウトできるので、お土
産や行楽での利用者も多いとか。好吃（はおつ）
のショーロンポーはココの他、本店の高木食品で
は年中無休で味わえるので嬉しい。

珍しい鶏ハラミまで楽しめる。地元客は一度は食
べたことのあるカレーは、無性に食べたくなること
がある。お客さんのアイディアから産まれたハラミ
カレーは人気上昇中。また、洋食屋で修行した２
代目が作る、ふわふわ卵のオムライスも絶品。オ
リジナルの焼肉のタレも人気で持ち帰りもできる。
しっかり食べたい時も、お酒を楽しみたい時も！

Pickup Menu
鶏ハラミカレー 700 円

熊本県玉名郡和水町板楠 62-1
☎ 0968-34-4003 営業：11:30-14:00/17:00-LAST
定休：日曜・月曜どちらか休み

オムライス 700 円
焼肉のタレ 700 円

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町大田黒 284 ☎︎ 0968-34-4244
営業：10:00-21:00（L.O. 20:30）定休 : 木曜
本店：熊本県玉名郡和水町西吉地 2628-1 ☎︎ 0968-34-2665

ハンバーグセット 1,000 円
メンチカツピーズセット 650 円
ショーロンポー（10 個入）650 円

たこおやじ

MAP
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大きなタコとキャベツたっぷりのたこやき
和水の B 級グルメはココで決まり！

20 年の間、地域の人に愛されている味。近隣
の温泉客にも人気があり、是非一度ご賞味頂き
たい。エビ・ホタテ・チーズとたっぷりキャベツ
のお好み焼も安くて美味しいとのことから、たま
には手抜きしたい主婦層からも人気が高い。ま
た、たこやきは２パック 700 円、3 パック 1,000
円と割引があるので 2 パック以上買われるお客
様が多いとか。30 分前の電話予約が待たずに
購入できるので、是非予約して頂きたい。
coupon: 全品 50 円 OFF

四季彩ダイニング 花菜ゆら

熊本県玉名郡和水町津田 1265
☎ 090-9071-5980 営業：15:00-23:00 定休：不定休

お好み焼き 400 円
ソフトクリーム 200 円

※写真はイメージです。四季によって食材が変更となる場合があります。

丸美屋御膳（ドリンクバー付）800 円から

coupon

MAP
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140 余年の古民家独特の落ち着いた空間と
こだわりの食材と器で上質なお食事を

チキン南蛮定食 600 円から

熊本県玉名郡和水町大田黒 789（三加和温泉ふるさと交流センター内）
☎ 0968-34-2249 営業：11:00-21:00 定休：第 1 水曜

なごみ亭

鴨南蛮そば 1,600 円

主人が作る本格中華の味を食することができま
す。写真のザージャン麺はピリ辛でありながら
さっぱりした味で大人気！もちもちの皮の餃子や
熊本では珍しいしょうゆラーメンも人気です。中
華以外にもしょうが焼き定食などの定食類も豊
富。麺類以外は、持ち帰りも可能なのも人気の
秘密。事前に予約をすれば中華オードブルも可。

Pickup Menu
ザージャン麺 700 円

coupon

08

東京で 40 年有名ホテルで修行を積まれた、ご

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町大田黒 674-1 ☎ 0968-42-4128
営業：11:00-15:00（L.O. 14:30）17:00-22:00（L.O. 21:00）
定休：不定休

MAP

ホテル仕込みの本格中華を気軽に食べられます !
ココだけのザージャン麺はピリ辛でありながらさっぱりした味

和水町内にあった 140 余年の古民家「髙木常次
郎邸」を移築し、平成 26 年 12 月、和水町大
田黒にオープン。県内産のそば粉や食材で一品
料理、冷たいそば、温かいそば、創作そば、ラ
ンチメニュー、コース料理、甘味など、豊富に
とり揃えてある。馬刺、からし蓮根、赤牛ステー
キなどの熊本の名産も一度に楽しめる。また、
祝い事や法事の席としても重宝されている。
coupon: コース注文で、生ビール・ソフトドリ
ンク 1 杯無料

竜胆（りんどう）2,500 円

名湯 三加和温泉。ふるさと交流センター内の花
菜ゆらは、納豆・豆腐メーカーの丸美屋が運営
を行っている。丸美屋こだわりの黒豆を使った納
豆、舌の上で滑らかにとろける濃厚豆腐などを使
用し、その時々でさまざまな創作料理を楽しめる。
小鉢のメニューはその時々で変わるので、いつで
も何度でも美味しく召し上がれます。その他ふわ
ふわサクサクの唐揚げに秘伝のタルタルソースの
チキン南蛮は本場宮崎にも負けない味。

Pickup Menu

大判焼（6 個入り）500 円

旬彩 SOBA 常次郎庵
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丸美屋のこだわり豆腐はヘルシーで栄養満点！
ボリュームたっぷりの各種定食も評判

Pickup Menu
たこやき 400 円

MAP

餃子 350 円

熊本県玉名郡和水町津田 1899-1
☎ 0968-34-4588 営業：11:30-20:30 定休：月曜

ラーメン 600 円
生姜焼き定食 850 円

味千ラーメン 菊水店

MAP

熊本ラーメン原点の味、味千ラーメンがここ和水でも味わえます
定食各種が大人気です！
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熊本の人なら一度は食したことがあるだろう、味
千ラーメン。世界の人が愛する味千は、和水の
人が愛する味でもあります。広い店内で、テー
ブル席やお座敷もあるので、一人でもファミリー
でもゆっくりと食事ができるのが嬉しい。新メ
ニューも随時登場しているので、チェックしてお
きたい。毎月 22 日は味千感謝デー。味千ラー
メン 1 杯を感謝価格で提供していただける。

Pickup Menu
味千ラーメン定食 880 円
チャーハンセット 880 円

熊本県玉名郡和水町岩尻 1472-1
☎ 0968-86-3973 営業：10:30-LAST 不定休

シェ・ホンダ

MAP

普段着で贅沢を気軽に楽しめる、店主厳選の食材で
本格フランス料理！
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熊本県産の新鮮な、海・山・川の幸、自家菜園
の完全無農薬野菜、ハーブや米、また和水町の
有機栽培物産、ヨーロッパの食材など厳選した
ものを使用した本格フレンチ。ドレスコードも
なく、予算に応じて提供してくれるのが嬉しい。
九州大学が研究施設として利用していたオースト
ラリアのレンガ住宅をリフォームした、モダンな
建物で落ち着いた雰囲気の中、庭先のバラを眺
めながら、至福のひとときを。

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町原口 741-1 ☎ 0968-86-3200
営業：ランチ 11:30-（ L.O. 14:00）ディナー 10 月から 5 月 17:30-（ L.O. 20:30 ）
6 月から 9 月 18:00-（L.O.20:30 ）定休：月曜（祝日の場合は火曜）

ランチ 1,500 円から
ディナー 2,000 円から

南関 IC

至南関町
新玉名駅

西吉地

至玉名市
瀬川

命の神様
●

性･腰の神様
●

江田船山古墳◎
菊水ロマン館◎

イボの神様●

胃の神様
●

●耳の神様

大田黒

菊水 IC

和水町役場本庁◎

◎田中城跡

●
歯の神様

◎金栗四三生家
●目の神様

江田

三加和温泉◎

津田

和水町役場
三加和総合支所
◎

板楠

●
手足の神様

中十町

至山鹿市

居酒屋 つる兵衛

MAP
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「大将！注文はおまかせ！」
老若男女が連日集い活気溢れる居酒屋

nagomi marche 菊屋
和水町民の食の台所！
『食を通し真ごごろを込めて 人と地域の健幸を創造します』

常連客の多くがおまかせで注文するという、信
も楽しみのひとつである。もちろん単品でも注
文でき、名物のキャベツだし巻や、一串ごとに
丁寧に仕込んである串焼きなど、料理に施され
た手間暇の割にはリーズナブルなのも嬉しい限
り。居心地が良い店内は会話も弾み、女性だけ
でも、家族でも行ける居酒屋。

Pickup Menu
キャベツだし巻 650 円

熊本県玉名郡和水町前原 415-3
☎ 0968-86-4645 営業：18:00-23:30 定休：日曜

エリンギ肉巻き辛みそあえ 700 円

味っ子

MAP

野菜たっぷりのちゃんぽんは栄養のご褒美 !
お子様からお年寄りまで、地元にこよなく愛される店

12

りんご店：熊本県玉名郡和水町江田 4172-1 ☎ 0968-86-2176
営業：9:00-20:00 定休 : 無休
みかん店：熊本県玉名郡和水町板楠 8 ☎ 0968-42-4120
営業：9:30-19:00 定休 : 無休

Pickup Menu
日替り弁当 398 円から

coupon

各種弁当・惣菜

べ～子屋

MAP

トロトロふわふわの新食感の名物お好み焼きは絶品！
ココロもカラダも元気になれる

14

創業 24 年の確かな味。優しく丁寧な接客で地

山小屋風が目印のお店。山芋がたっぷり入った

元から愛されているお店。野菜たっぷりのちゃ

お好み焼きは、和水の新名物！（MAP13）のつ

んぽんの他、豚骨ラーメンも美味。手作りの揚

る兵衛さんと親子で、裏メニューだったお好み

げにんにくを入れると、コクも増してさらに美味

焼きがあまりに人気だった為、息子さんに継承。

しく。定食の他、ギョーザや春巻きなどの各種

チーズや豚バラ・ネギなどのトッピングも有。手

一品メニューも豊富である。また、広めのテー

間暇かけた焼鳥も上質な味で、生ビールとの相

ブル席や座敷もあるので、家族連れでも行きや

性抜群！その他、焼きめし、焼きソバも大人気。

すい。テイクアウトやオードブルも可能。

カウンターでは地域密着の店主との会話も弾み、
料理と共に和水の魅力を発信されている。

Pickup Menu

Pickup Menu

ちゃんぽん 700 円
味噌ちゃんぽん 700 円

熊本県玉名郡和水町江田 4014-7
☎ 0968-86-4600 営業：10:30-21:30 定休：不定休

13

人と地域と自然がつながる菊屋では、地産地消・
調味料にこだわりがある。お弁当やお惣菜は、
化学調味料添加物をできるだけ省き、天然の塩・
砂糖、本物のみりん、本醸造醤油を使用されて
いるので、ココロもカラダにも優しい。また、イ
ベントの一つとして、毎週金曜日はフライデーで
惣菜単品 98 円セールがある、楽しい・ワクワ
クのお店。お買い物に不便な方々のお助けをす
る『走るスーパー』移動販売車『なごみ号』も２
台で活躍中。
coupon：お弁当・お惣菜 5% 引き

頼関係がしっかりしたお店。料理も毎回違うの

牛タンステーキ塩焼 800 円

MAP

ラーメンチャーハンセット 900 円

山芋お好み焼き 600 円

熊本県玉名郡和水町江田 3898-1
☎ 0968-86-2222 営業：11:00-21:00 定休：火曜

串盛り 9 本から（キャベツ・みそ付）1,000 円から

割烹料理店 古酒屋

MAP

創業明治 22 年。100 年以上続く老舗
四季折々の旬の食材を使い、全てが手作りの割烹料理

15

東茶舗

自家菜園で採れた野菜や、地元の旬の食材を使

代々細川藩の御前茶として献上された、岳間茶

用されたお弁当・各種会席料理は、毎回違う内

の専門店。道の駅に移転を機に『お茶屋カフェ』

容なので楽しみがある。上品な味のからし蓮根

をオープン。独自のブレンドを施したお茶はすっ

も自慢の一品。また予算に応じた鉢盛や宴会も

きりと奥深い味なので一度ご賞味あれ。甘酒を

可能。3 日前迄の要予約。秋には期間限定のが

使った糀シェイクは季節のフルーツを使用し、や

ね飯（モクズガニ）も楽しめ、仕出し屋さんなら

さしい甘さで体にもやさしいシェイクです。夏に

ではの生臭くないのが特徴である。えび天むす

は、岳間茶をシロップにした、かき氷『岳間金時』

やお弁当は菊水ロマン館でも販売されている。

も大人気です。
coupon：５%OFF

幕の内弁当 1080 円

Pickup Menu

えび天むす 450 円

深蒸茶 200 円

お弁当 540 円から

熊本県玉名郡和水町江田 455（道の駅きくすい敷地内）
☎ 0968-86-4592 営業：9:00-18:30 定休：毎週火曜

からしれんこん 700 円から

なごみ庵

MAP
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直営の『火の本豚』100％の絶品メニュー
五感に響く、至福のひととき

coupon

コーヒー 200 円

MAP
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和水産の食材を使用したパンは
自然の風味で季節を味わう大人時間

パンを通じて自然・地域・人のつながりの輪を
広げたい想いで名付けられた『ぱんのわ』隣の
肉 屋さん直営農 場の豚ウインナーを特 製フォ
カッチャと組み合わせたスペシャルドッグをはじ
め、他店とは違う甘めの生地に発酵バターを包
んだ『塩バターロール』や和水産古代米を使用
した『なごみパン』など多数のパンが清潔に陳
列されている。天然酵母なので、噛めば噛むほ
ど味わい深くリピーターが続出している。

Pickup Menu
ミルフィーユカツ 160 定食
1,280 円
石鍋煮込みハンバーグ定食
1,280 円

糀シェイク 300 円

ぱんのわ

さいき農場の直営店舗であり、愛情込めて育て
た『火の本豚』を豊富に使った料理が楽しめる。
自慢の豚肉と、地元野菜を使い『地産地消』に
こだわった豊富なメニュー。なかでもイチオシの
とんかつとハンバーグは、肉本来の味を堪能で
き、食通を唸らせる美味しさ。広々とした店内、
季節ごとに変わる風景を楽しみながら贅沢な時
間をお楽しみください。

熊本県玉名郡和水町江田 455（道の駅きくすい内）
☎ 0968-75-8022 営業：11:00-15:00（L.O.14:30）
17:00-21:30（L.O. 20:45）定休：月曜
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厳選された深蒸茶と、季節のフルーツをつかった
糀シェイクで一息休憩はいかが

Pickup Menu

熊本県玉名郡和水町江田 4354-3
☎ 0968-86-2003 営業：不定休・予約制

MAP

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町江田 455（道の駅きくすい敷地内）
☎ 0968-57-7589 営業：10:30-18:00 定休：月・火
祝日の場合は営業、振替休日あり

塩バターロール 120 円
スペシャルドック 380 円
なごみパン 230 円

木のおもちゃスタジオ Name Less
味わい深いコーヒーと温もりのある木のおもちゃにかこまれて
お子様まで楽しめる、楽しい空間

MAP
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旬菜 おかむら

肥後民家村内にある Name Less。美味しいコー

高級感漂う店内で、四季折々の旬の食材と、日

ヒーの秘密は、佐賀の有名店から仕入れる、自

本の伝統を昇華し完成された幸せの余韻が感じ

家焙煎オリジナルブレンドコーヒー豆。焙煎の

られる料理が大人時間を演出してくれる。全室

火の調整が絶妙で奥深いながらも後味すっきり。

畳の席のほか、和室（個室）のテーブル席もあり、

店内では、木製でできたカラトリーやおもちゃな

お年寄りにも優しい店づくりとなっている。気の

ども販売。木の温もりを感じながらのゆっくりと

置けない相手とやすらぎの時間をお過ごしくださ

した贅沢な時間を。

い。大小宴会（30 名様）や祝事・法事の席でも

coupon：コーヒー 50 円引き

予算に応じた利用が可能。

ホットコーヒー 350 円
アイスコーヒー 450 円

カラオケ喫茶 花

Pickup Menu

coupon

MAP
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山里の恵が季節を語る絶品ランチは
カラダ想いのおふくろの味

熊本県玉名郡和水町瀬川 411-3
☎ 0968-86-3890 営業 :11:30-15:00 17:30-（L.O.20:00）
定休：月曜（祝日の場合は営業）

華々膳 1,300 円
会席料理 2,000 円から

焼肉屋 公

MAP
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九州各地の上質なお肉と
盛り付けも華やかな創作料理が堪能できる店

県内でも少ない最新のカラオケシステムを導入

九州各地から取り寄せている上質なお肉はもち

しているお店では、日替りでのランチが食べら

ろん、お刺身や鯛のあら煮・茶碗蒸しなど、７

れる。自家製の野菜と和水産の米を使用し、肉

品の料理が楽しめる竹篭いろいろ盛が人気。家

or 魚がメインの栄養バランスが整ったランチは

族で営まれている優しい接客と、店内も車椅子

大好評でランチだけを食べに来られる方も多い

やベビーカーのまま入れる優しい店づくりなの

とか。しっとり・ふんわりのシフォンケーキも安

で、誰とでも美味しい時間を楽しめる。ランチ

価すぎてお客さんが心配するほど。優しいお母

ではハンバーグやサイコロステーキ等も充実して

さんと会話が楽しめるのも人気の秘密。

おり、焼肉屋ならではの上質な食事を楽しんで

coupon：ソフトドリンク無料

いただきたい。

Pickup Menu

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町瀬川 1997-3
☎ 0968-86-4207 営業：夏時間 12:00-17:00・19:00-22:30
冬時間 11:00-16:00・18:00-22:30 定休：火曜・第１日曜
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繊細な味の日本料理と
落ち着いた空間でくつろぎのひととき

Pickup Menu
熊本県玉名郡和水町江田 302 肥後民家村内
☎ 0968-86-3030 営業：10:00-17:00 定休：月曜
祝日の場合は翌日

MAP

日替りランチ（要予約）680 円
コーヒー・ケーキセット
500 円

coupon

熊本県玉名郡和水町瀬川 411-2
☎ 0968-86-4200 営業 :11:30-15:00（L.O14:00）
17:30-22:00（L.O.21:00）定休：月曜（祝日の場合は翌日）

竹篭いろいろ盛 1,600 円
焼肉コース 3,280 円から

和水町主なイベント
戦国肥後国衆まつり
2 月第 2 日曜日

和水町古墳祭

8 月第 1 土曜・日曜日

金栗四三翁マラソン大会
11 月第 1 日曜日

山太郎祭 in なごみ
11 月第 3 日曜日

和水町観光協会では、他にも魅力あるお店やイベントを随時発信しています。
最新情報は Facebook『なごみっていいよね！』をチェック！
https://www.facebook.com/nagomimachi

こちらの
QR コードからも
アクセスできます。

2018 年 3 月現在の情報です。営業時間・料金・内容等は変更の場合があります。
発行：和水町観光協会 〒 865-0135 熊本県玉名郡和水町瀬川 3613-1（和水町商工会内）☎ 0968-86-2127

発行：和水町観光協会 〒 865-0135 熊本県玉名郡和水町瀬川 3613-1（和水町商工会内）☎️ 0968-86-2127

